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人身取引とは、「現代の奴隷制」と言われる重大な人権侵害です。

国際連合（UN）が定める人身取引の定義は、以下の3つの要素が含まれるものを指します。

〈資料：国連薬物犯罪事務所（UNODC）〉

人身取引

つまり、人の“自由を奪い”、“暴力や脅し等の手段を使って”人を働かせ、その利益を“搾取

する”犯罪行為です。

※大きく分けて３つの種類「性的搾取（売春やポルノの強要等）」「労働搾取（家事労働や低賃金

　過重労働等）」「臓器売買」に分けられます。

※児童（18歳未満のすべての者）の場合は、脅迫などの《手段》が使われていなくても、

　《目的》＋《行為》で人身取引になります。また、《手段》が用いられた場合には、人身取引の被害

　者が搾取について同意しているか否かを問いません。

国際労働機関（ILO）が2012年に発表した報告書によると、世界には約2,100万人の人身取引被害者

が存在し、そのうち半数以上の1,140万人が成人女性や女児、950万人が成人男性や男児でした。

2015年現在も人身取引の被害は深刻化する一方です。残念ながら人身取引のない安全な国は

存在しないといわれ、地球上どこに住んでいても人身取引に巻き込まれる可能性があるのです。

人身取引の実態

目 的
● 労働
● 役務
● 売春

● 性的搾取
● 臓器摘出

搾取すること

手 段
● 詐欺
● 誘拐

● 暴力
● 脅迫
● 支配下に置く

上記のような手段を
用いること

行 為

● 採用
● 運送

自由を奪うこと

● 移送
● 隠す



代表挨拶
　わたしたちの隣にいるかもしれない、人身取引の

被害にあう人たち。中には幼い少年・少女もいます。

　彼らに気づくことができない無関心な社会にはした

くない。すぐそこで苦しむ人たちに手を差し伸べられ

る日本社会にしたい。

　そんな思いから2004年にこの団体を立ち上げ、

以来、日本から人身取引を撲滅することを目標に走り

続けて来ました。人身取引被害者のための支援や

社会制度が確立されていない中、ライトハウスが今日

まで被害者支援を続けることができたのは、ひとえ

に私たちをいつも温かく応援してくださる皆さまがいてくれたからです。

　人身取引は、日本だけでなくすべての国や社会が抱えている問題の縮図だと思います。

この問題から目を背けることは、未来を失うことになるのではないでしょうか。皆さんに

はまず、人身取引の実態について知ることから始めていただけたらと思います。それが被

害者のSOSに気づくことにつながり、人身取引を許さない社会、被害を受けた方が力

を取りもどし、ともに生きる社会につながると思うからです。

どうぞよろしくお願いいたします。

代表　藤原志帆子

団体概要
正式名称

英語名

設立

職員

ミッション

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス

（2014年にポラリスプロジェクトジャパンより名称変更）

Lighthouse: Center for Human Trafficking Victims

2004年8月（2009年12月に法人化）

6名（非専従職員を含む） 2015年3月現在

「人身取引のない社会へ」



相談・支援事業
ライトハウスは、2014年（1月1日～12月31日）170件の相談を受けました。

■人身取引の被害相談

■その他の相談

33人

合計170件の相談のうち、

人身取引のケースは33件。

これらの人身取引ケースに対し、

直接支援を提供しました。

2014年度の『人身取引』に関連する相談内容は、大きく

4項目に分けられます。その内訳は「アダルトビデオ

(AV)出演被害」「売春の強要」「児童ポルノ」「労働搾取

目的の人身取引」です。その中でも「AV出演被害」は

23人と、一番多く寄せられた相談でした。人身取引以外

の被害相談も多くあり、ライトハウスとつながりのある

相談窓口や行政機関につなげる形で対応しました。

137人137人

2014年 相談内容

2014年 相談内容の詳細

23人

8人

1人 1人

人身取引の
被害相談

AV出演被害

売春の
強要

児童ポルノ 労働搾取目的

37%

7%

14%

14%

20%

8%
人身取引
以外の相談

その他＊

行方不明者探し

情報提供

事務局
関係

いたずら 無言電話

＊その他：性暴力（DV、強姦、強制わいせつ等）、いじめ、監視・盗撮・盗聴、生き
             づらさ等。これらの相談は、人身取引被害につながる可能性が高い。



性的搾取の実態

私たちの相談・支援活動

▶「アダルトビデオ（AV）出演被害」
AV業界とは無縁の生活をしていた若者が、ある日突然街中でモデルやアイドル募集の勧誘（スカウト）を受け、言葉巧みに「芸能

モデルプロダクション」といわれる事務所に連れ込まれ、そこで契約書に署名するよう促されます。後になってAVへの出演である

ことを知らされますが、契約書の署名を盾に、断れば法外な違約金が発生すると脅され、出演を余儀なくさせられます。泣く泣く

出演した「作品」は大々的に販売され、知人や家族にも知られ、被害者は徐々に孤立していきます。このような被害は、訴え出ること

で注目を引き、「作品」が話題になって売れる恐れがあることから、被害を訴えることが大変難しい現状があります。

▶「売春の強要」
売春や性風俗サービスを辞めさせてもらえないという相談も多くあります。売春を辞めたいと申し入れた結果、店舗から法外な

損害金を請求され、売春の代わりにAVへの出演を強要された例もあります。

知的障がいや発達障がいを抱えた人が狙われた被害や、彼氏の借金返済のために売春を強要された10代の女性もいます。事前に

聞いていた話とは違うことを要求されても、個人情報を漏らすと脅され、なし崩しに長期間売春を強要されるような被害も相次

いでいます。

▶「児童買春・児童ポルノ」
18歳未満の子どもが大人から性暴力を受けている様子を撮影されたり（児童ポルノ被害）、援助交際という名の児童買春をさせ

られるなどの被害にあっています。その手段として薬物の使用、虐待、監禁等があり、対価が支払われないこともあります。加害者

は、インターネット等で知り合った見知らぬ大人や援助交際の相手だけではなく、親族や知人、恋人であることもあります。相談者は

口をそろえて「親には絶対に知られたくない」「児童相談所に相談したくない」「死にたい」と相談支援スタッフに語ります。

以下は、私たちが日々行っている相談・支援活動の一例になります。 

スタッフが相談窓口で連絡を受ける。（電話、メール、LINE)

相談者に電話やメールで状況を聞き、寄り添う言葉をかけながら面談日の調整を行う。

相談支援スタッフと相談者、時にはご家族やパートナーも同席して面談を行う。
相談者の要望を聞き、今後の方針について一緒に考える。必要なら再面談も行う。

加害者からの脅迫などで相談者が危機的事態に陥っている場合には、たとえ深夜でも相談者の元に駆けつける。

緊急度に応じて、警察署へ同行。医療支援（カウンセリング含む）を行うこともある。

相談者に弁護士を紹介。相談者と弁護士と三者面談を2～4回行う。

安心して帰れる場所がない相談者や、地方から来た相談者には宿泊場所を提供。相談支援スタッフが付き添うこともある。

裁判になった場合は、裁判所への同行支援。弁護士との日程調整や相談者の心のケアを行う。

何かあったときに相談できる関係性を持続する。相談者とつながり続け、近況の確認を行いつつ見守る。

相談者から委任を受け、加害者に対して契約の取り消し、AVの販売差し止めや回収、ネットからの削除要請を行う。
相談者が直接交渉することを希望する場合は、同行する。

協力弁護士に相談。経済的に困難な相談者は法テラス（民事法律扶助制度）を利用。
法テラスが利用できない場合は、ライトハウスが必要な経費を一部負担する場合もある。

支
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相談・支援について

相談は日本全国から寄せられています。場合によっては相談支援スタッフが遠方まで面談に行くこともあります。

相談者の要望に応じて、現地で信頼できる弁護士や行政機関につなぐこともあります。

BLUE HEART～ブルー・ハート～
2015年2月に啓発マンガ「BLUE HEART～ブルー・ハート～」を発刊しました。日本国内で深刻化す

る子どもの性の商品化被害を未然に防ぐため、子どもたち自身が知識や知恵を身につけ、自分の身を

守ることができるよう、子どもたちが最も手にとりやすい媒体を使いました。

マンガ制作費用のクラウドファンディングにご協力くださった皆さま、ありがとうございました！マン

ガは現在、国内外より多くのお申し込みをいただいております。

「BLUE HEART～ブルー・ハート」表紙マンガ制作に協力してくれた高校生

◆テーマ（すべてライトハウスに入った実例に基づいた内容です）
第一話：女子高生の性を狙ったビジネス

第二話：男性（男の子）の児童ポルノ被害

第三話：リベンジポルノ*

活動ハイライト

ライトハウスは３つの相談窓口を提供しています。

▶相談窓口

▶直接支援

＊2014年12月から新しい試みとして、ソーシャル・ネットワーク・サービス
  (「LINE」)を利用したライトハウスの相談アカウントを開設しました。直通電話 メール LINE＊

ライトハウスは相談者一人一人に丁寧な支援が行き届くよう、直接支援を大切にしています。相談窓口で相談を受けた後、直接お話を伺い、

相談者の要望と意思を確認した上で、適切な社会資源（シェルター、福祉施設、医療機関、法的機関等）へとつなぎます。また、相談者が適切

な支援を受けられているかフォローアップをします。直接支援は大きく分けて以下の3つになります。

面　　談

法的支援

相談者の具体的な要望を伺い、次の支援につなぎます。

相談者が法的支援を必要としている、もしくはそのように判断した場合は、人身取引のケースに詳しい弁護士につなぎます。

弁護士との面談の日程調整や、弁護士費用が用意できない状況にある相談者に対しては、費用の一部負担や一時的な立替えを

行うこともあります。

・相談者が希望する場合は、警察へ同行します。

・緊急避難が必要な相談者の場合は、一時的な宿泊施設へ同行します。

・相談者が外国籍の場合は、必要に応じて入国管理局などの行政機関へ同行します。

・家庭が安心できる場所でない児童の場合、児童相談所へ同行することもあります。

・病院やカウンセリングへ同行します。

同行支援

◆読者の皆さまの声
・子どもたちのみならず、学校の教員や養護教諭といった教育に携わっている方々にも本書が届くことで理解のある大人が増えていくことを
  願ってやみません。

・マンガで読みやすく、短時間で理解ができる。具体的な手口がわかった。

・巷に渦巻く、隙あらばと悪の触手が網を張りめぐらし狙っていることを、再度認識した次第です。 
 まずは、勇気を出して相談することの大事さを痛感しています。啓発マンガをご出版くださいましたことに感謝！！

・このマンガを読むと、だれでもちょっとしたことから、深刻な事態に陥ってしまうことがとてもよく伝わると思いました。

*意のままにならないことへの仕返しのために、相手の性描写画像や動画を
  ネットなどで流すこと。



2014年11月19日より3日間、東京都立深沢高等学校の高校生4名

がライトハウスにインターンに来てくれました。高校生の皆さんには

「中高生が性の商品化の被害者にも、加害者にもならないためにでき

ること」について考えてもらい、最終日に中高生への啓発方法を提案

していただきました。
インターン初日に人身取引について学ぶ4人
の高校生

高校生が描いてくれた人身取引
反対を訴えるロゴ

高校生インターンシップ（就業体験）

講演・研修回数：29回、活動説明会：11回

講演・研修対象者数：2,100名
(以下、一部紹介)

10月 活動説明会 11月25日 児童ポルノ排除対策推進協議会総会・公開シンポジウム

（順不同）

研修・講演

主催 イベント名 講演タイトル

国立女性教育会館

国立女性教育会館

日本女子修道会総長管区長会
女性と子どもセクション

聖ヨゼフホーム

東京大学

信州大学医学部保健学科

WEST らいず・筑西市

東京Iゾンタクラブ

東京赤坂ロータリークラブ

女性の安全と健康のための
支援教育センター

岡山弁護士会

法務省入国管理局

内閣府

民主党

公明党都議会

経済人コー円卓会議（CRT）
日本委員会

女性関連施設相談員研修

「アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・
 リーダーセミナー」

講演

児童向け講演

五月祭

全学共通講義「ヒューマンセクシュアリティ」

筑西市男女共同参画いきいきセミナー・
WESTらいずセミナー

講演

講演

公開講座「いまを生きる女性たちのリアル
ー貧困と希望の距離－」

講演会「人身取引被害撲滅に向けて」

人身取引対策に係る事務従事者研修

児童ポルノ排除対策推進協議会総会・
公開シンポジウム

男女共同参画推進本部・内閣部門
（男女共同参画・子ども）合同会議

公明党都議会議員・勉強会

ステークホルダー・エンゲージメント・プログラム

「女性に対するネット暴力」

「サイバー空間における子どもや女性の性的搾取」

「人身取引の現状について」

「ネットのトラブルと10代の性の商品化：
 どうやって皆を守り育むか」

「身近な人権問題」

「国内の人身取引問題」

「今もある人身取引～子どもたちが狙われている～」

「国内の人身取引問題」

「国内の人身取引問題」

「10代の女性を狙う性的搾取被害」

「日本における人身取引の実情について」

「NPO法人ライトハウスの被害者支援活動」

「日本の人身取引の状況と課題」

「人身取引についてのヒアリング」

「日本における人身取引の現状と課題」

「人身取引問題と企業の関わり」



2000年、国連総会において「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（略称：国際組織犯罪防止条約）」が採択されました。

また、本条約を補足するために「人身取引議定書」「密入国議定書」「銃器議定書」の3つの議定書が作成されました。

日本以外のすべてのG8諸国を含む185ヵ国・地域が本条約に批准しています。

このように人身取引に対して国際的な取り組みがなされる中で、日本は、国際組織犯罪防止条約に署名はしたものの、批准はしておらず、

3つの議定書も批准することができません。アメリカの国務省が毎年発表している人身取引年次報告書は、14年連続、日本を「人身取引

撲滅のための最低限の取り組みがされていない国」と評価しています。

そこでわたしたちは、政府をはじめ関係機関と連携し、人身取引撲滅のための取り組みを加速させるべく、政策提言を行っています。

今年もライトハウスとして、また人身売買ネットワーク（JNATIP）*の一員として、各関係省庁への提言や政府交渉を行いました。

2020年までに、現行法の改正および「人身取引禁止法」を制定させることを目標としています。

*人身取引問題に取り組む全国のNGO/NPOや研究者・法律家が連帯するネットワーク

9月13日 子ども支援セミナー

政策提言

子どもに関わる職業に従事されている方々を対象に、「ライトハウス 先生のための子ども

支援セミナー（旧名：人身取引被害者支援講座）を、9月と12月に開催しました。法律や児童

福祉、性教育等を通じて10代の支援に直接関わる専門家8名を講師として招き、子どもに

寄り添う支援に必要な知識や適切な支援方法をご提案いただきました。セミナー受講後

には、参加者の皆さまに子どもを性の商品化から守るための介入・支援方法を議論していた

だきました。

6月 勉強会に約10名の公明党都議会議員が参加 民主党 男女共同参画推進本部・内閣部門（男女共同参画・子ども）会議 合同総会にて

先生のための子ども支援セミナー
9月と12月に2日間ずつ開催、90名受講！

「『知らない』ということが、いかに社会を悪くしていくか気づきました。
今回学んだことをより多くの人に伝えていこうと思います」（50代女性）

「もっと支援者同士がつながっていって、大きな問題解決への流れが起こ
せるといいですね」（30代教員）

「大変勉強になりました。ネット問題や性教育の講演会はどこの学校でもやっ
ていますが、学校現場からは見えにくい現実・事実を踏まえて、もっと教師
自身も学び、子どもたちと一緒に学ぶことを始めたいと思います」（50代教員）

受
講
者
の
声



改正児童買春・ポルノ禁止法が2014年6月18日に成立し「単純所持」が処罰対象になったことを受け

て、ライトハウスがインタビューを受けました。

メディア掲載一覧
本年度も数多くのメディアに活動を取り上げていただきました。

新聞・雑誌：21本、TV：6本、ラジオ：3本　以下、一部紹介。

【児童ポルノ単純所持規制】

【第一回 人身取引反対世界デー】

新聞

テレビ

ラジオ

ラジオ

2014.6.18

2014.6.19

2014.6.18

2014.6.6

毎日新聞 「単純所持 やっと規制 改正児童ポルノ禁止法きょう成立」（写真左）

北海道新聞 「児童ポルノ禁止法、何が変わる 所持禁止 拡大解釈に懸念も」

CNN “Sexually explicit Japan manga evades new laws on child pornography”

CBC “Japan outlaws possession of child porn, but anime and manga still legal”（写真右）

新聞

テレビ

2014.7.29

2014.7.31

2014.7.31

2014.7.30

読売新聞「人身取引」撲滅めざすイベント

日本経済新聞

毎日新聞「人身取引根絶を売春強制、ポルノ出演強要

            渋谷 NPOが街頭キャンペーン」（写真左）

NHKニュース［国連薬物犯罪事務所(UNODC)のホームページでは、世界中の取り組みの一つとして、ライトハウスの活動が紹介されました。］

新聞

テレビ

2014.8.29

2014.11.28

2014.10.12

2014.10.5

神奈川新聞「子どもの性被害防止へ講座開催」

神奈川新聞「女性や子どもを性被害から守れ」

カトリック新聞「少年への性暴力 知られざる深刻な影響」

NHK総合「おはよう日本」「深刻な子どもの性の商品化 児童ポルノの被害」

新聞 2014.1.6

2014.1.7

2014.1.13

北海道新聞「中高生に漫画で啓発 児童買春、性暴力 実態知って」

毎日新聞 「性の問題 マンガで分かりやすく解説 子どもの被害防止」

神奈川新聞 「性被害 漫画で防げ 中高生が冊子作成へ NPO法人、資金募る」

新聞 2014.2.2

2014.5.20

2014.7.7

2014.8.9

2014.8.16

2014.8.18

2014.10.10

2014.10.19

2014.12.4

2014.12.17

2014.8.22/29

カトリック新聞「人身取引と性的搾取 被害者の5割、若い日本人女性」

公明新聞「人身取引被害の実態ヒアリング 浜田、佐々木両氏」

日刊ゲンダイ「日本人女性も売られている」

山口新聞「包括的な法律 必要 人身取引から女性を守る」

デーリー東北「売春強要など人身取引 禁止へ包括的な法律を」

中國新聞「売春強要など絶えぬ女性被害 NPOの藤原代表に聞く」

北羽新報「女性保護に包括的な法律を 売春強要など人身取引根絶へ」

おおだて新報「女性保護に包括的な法律を」

苫小牧民報「少女保護の法律を 増える若い女性の性的被害」

陸奥新報「包括的法律で女性の保護を」

     InterFM「Flashpoint」「人身取引の現状について」

今年より国連が7月30日を「人身取引反対世界デー」と定めたことを受け、ライトハウスは国連薬物犯罪

事務所（UNODC）が主催する 「I Give Hope キャンペーン」を応援。ネット上での呼びかけに加え、当日

は、スタッフ全員がJR渋谷駅前でパンフレットを配りながら国内の人身取引問題について訴えました。

人身取引反対の意志表示として、皆さんに手でハートの形を作っていただき、写真を撮らせていただき

ました。なんと、1日で53枚の写真が集まりました！

【先生のための子ども支援セミナー】

【マンガ「BLUE HEART～ブルー・ハート～」】

【その他】



「ライトハウスの活動にご支援いただいた皆さま」

・受取寄付金

・受取助成金

・事業収益

・その他収益

・事業費

・管理費

37%

受取寄付金

受取助成金

事業収益 その他収益

57%

6%

0%

78%
事業費

管理費

22%

JAMMIN（ジャミン）合同会社は、さまざまな社会問題の解決に取り組むNGOやNPOの活動

に週替わりでフォーカスし、各団体の活動テーマに係るオリジナル商品を制作。1週間限定で

販売し、1アイテムの購入毎に700円を当該団体に寄付してくれる京都発のチャリティー専門

ファッションブランドです。

2014年度は41着のアイテムが販売され、28,700円がチャリティーとしてライトハウスに寄

付いただきました。

●山田健三　●川路拓哉　●在日英国商工会議所　●在日米国商工会議所

●公益財団法人 ウェスレー・ファウンデーション　●英治出版株式会社　●株式会社グリナス　　以上、敬称略

【タイアップ企画】

以下の企業・団体さまからはプロボノとして高い知識やスキル、豊富な経験をご提供いただきました。

●モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所　●伊藤 見富法律事務所　

●セールスフォース・ドットコム・ファンデーション　●デロイト トーマツコンサルティング株式会社

●株式会社 日建設計　●畑川幸範　●小山修一　●ペレズ・アンドレ　　以上、敬称略　

以下の企業、団体さまより助成金を頂戴しています。

●公益財団法人 日工組社会安全財団　●日本カトリック司教協議会 カリタスジャパン

●独立行政法人 福祉医療機構　　以上、敬称略

ライトハウスが提供する被害者支援、啓発活動、政策提言などの活動は、個人や団体・企業の皆さまからの寄付や助成金、プロ

ボノ支援（技能提供）により実現しています。

不安や孤独、苦境にある被害者への支援、啓発活動や講演、そして政策提言を行うことを可能としてくださった皆さまに、心から

のお礼を申し上げます。

その他の支援

プロボノ支援
（技能提供）

助成金

寄付金

『ライトハウス AKARI PROJECT』 および 『単発寄付』（以下、50音順）
●個人ご寄付者の皆さま

●株式会社カンドゥージャパン　●ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所

●セールス・フォース・ドットコム・ファンデーション　●トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　●東邦企業有限会社　●株式会社ノーパット　●UBS証券株式会社

以上、敬称略  紙面の都合上、10万円相当以上のご支援のみ掲載させていただきました。

【平成26年度  収支報告】

8,855,116円

13,455,936円

1,477,297円

9,487円

14,318,323円

4,121,957円

支出収入

収入：23,797,836円

支出：18,440,280円



◆電話番号

◆ホームページ

◆メールアドレス

050-3496-7615（10：00～19：00）

http://lhj.jp

info@lhj.jp

ご寄付の種類 申し込み方法 支払い方法 領収書

継続寄付
AKARIサポーター

・ホームページより

・申込用紙送付

・電話申込

自動引落し

クレカ支払い
毎年2月初旬に前年分を
まとめてお送りします

単発寄付

・ホームページより

・銀行振込み

・ゆうちょ振込み

・現金書留、手渡

自動引落し

クレカ支払い

ゆうちょ払い

現金

寄付日から1～2週間で
お送りします

遺贈・相続による寄付
物品による寄付 お電話、もしくはメールにてご相談ください

ご支援のお願い

ご寄付の方法

被害者からSOSが入ったら、私たちはすぐに動きます。

新幹線に飛び乗り、被害者と合流して安全な場所に保護することもあれば、脅しや詐欺などの手段で出演を強要されたアダルトビデオ（AV）

の販売を差し止めるため、弁護士に司法介入を依頼することもあります。また、保護した被害者に対し、医療機関や警察などの行政機関、

弁護士事務所や裁判所などの司法機関への同行支援を行なうこともあります。

これらの支援で発生する交通費や医療費、保護施設の利用料、弁護士費用、そしてスタッフの人件費に至るまですべてが皆さまからのご支援

によって、まかなわれています。

10,000円で…

相談者1名への電話支援
面談が可能です。

相談者1名に、一泊の宿泊
場所を提供できます。

必要に応じ、相談者に弁護士と
の面会を提供できます。

寄付のお申し込み、お問い合わせ先

ひとりでも多くの被害者を発見し、必要とされる支援を届けるために

は、継続的なご支援が欠かせません。不安と孤独の中にいる被害者を

救済するために、皆さまの力を貸してください！

今このとき、皆さんの助けが必要です

『ライトハウスAKARI サポーター』
毎月決まった金額で継続的にご支援いただけます。
月 1々,000円（1日33円）からの寄付が可能です。

『その都度、お好きな金額で』
おいくらからでも受け付けます。

2,000円で… 5,000円で…

継続寄付

単発寄付



　　　　050-3496-7615　　　　　020-4669-6933　　　　　info@lhj.jp
　　　　http://lhj.jp/　　　　　https://www.facebook.com/LHJapan

【相談窓口】  　　　　0120-879-871（月～金 10～19時）匿名可　　　　　soudan@lhj.jp（24時間365日受付）　　　　　LH214（表示名：ライトハウス）

TEL FAX

Facebook

E-mail

TEL E-mail LINE

HP

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス / Lighthouse：Center for Human Trafficking Victims
〒150-8691  東京渋谷郵便局 私書箱7号 / P.O. Box 7 Shibuya Post Office, Tokyo 150-8691


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

